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村山　浩伸 武蔵 渡部　美和 鹿野山 久富正太郎 東京五日市 山口　祐介 鎌ヶ谷
（トプテム） 2 （TRY） +2 （潤徳会） 2.8 （マイホームズ） 2.1

榎本　　剛 東名厚木 木下　光学 北六甲 帰山　雄輔 総武 堀井　慎也 上総モナーク

（エーザイ） 1 （ジョンホーム） 1.6 （創建企画） 1.7 （リンクス） 1.1

中村　勝郁 伊勢原 船橋　数晃 岡部チサン 鈴木　秀幸 塩原 佐居　承緒 横浜
（中村建設） 0 （自営） 2.8 （鈴木産業） 3.3 （未来クリエイト） 4

中跡　朝臣 富士宮 小島　翔太 JGA 林　　祐次 マンデー 田村　優己 JGA
（小芝八幡宮） +1 （自営） 1.3 （デル・テクノロジーズ） （フォースクエアビレッジ） 6.3

義見　康介 東名厚木 尾西　博樹 三島 石毛　慎吾 鶴舞 黒滝　公彦 オリムピックナショナル

（みずほ不動産販売） 4 （オイレス工業） 3.1 （石毛） 3 （太洋） 1.6

蔡　　政儒 JGA 額賀　逸朗 鷹之台 三屋　　努 マンデー 樋口　丈洋 オリムピックナショナル

（展煌産業） 1.5 （三共商事） 2.7 （船舶企業） （新電元メカトロニクス） 1.6

勝田　兵吉 イーグルポイント 杉山　　勲 ザ・ロイヤル 鷺　　一成 太平洋 舟橋　史郎 富士平原
（エコリムジン東京） 0.8 （サンアロマ） 2.9 （プレミアムゴルフ倶楽部） 0.2 （育の会） 6

〇小田　尚樹 パインレーク 岩橋　和輝 JGA 松本　正人 浦和 草野　広宗 香取
（スターツアメニティー） 1.3 （東栄住宅） 1.4 （自営） 2 （自営） +0.1

〇竹原　洋行 横浜 浅野　正幸 東千葉 田中　　徹 JGA 井出　耕平 JGA
（自営） 0 （浅野運輸） 2 （自営） 2.3 （Estate Porter） 3.9

〇良川　卓也 塩原 清水栄太郎 ブリックアンドウッド 沼田　茂昭 富里 寒河江義則 中山
（ABC） 2.9 （八米） 0.5 （タカコーホーム） 3.1 （鹿島建設） 5

〇白石　哲也 太平洋 石井　啓太 JGA 池田　浩史 鳴沢 本庄　政哉 龍ヶ崎
（ニューアート　クレイジー） 0.7 （KMG） 2.4 （マザーブレイン） 1.6 （康貿易商事） 2

◎大島　　勝 岡部チサン 木全　　優 宍戸ヒルズ 箕山　　理 成田 佐藤　竜司 江戸崎
（東商テクノ） 3 （三菱商事） 2.7 （自営） 3 （都築電気） 4

佐野　知大 武蔵 小池希吏人 石坂 大川　貴郎 長岡 篠原　裕明 習志野
（sano-inc） 0 （アルファデザイン） 1.1 （長岡カントリー倶楽部） 3 （メジャー） 1.7

高橋　利哉 姉ヶ崎 野村　卓洋 平塚富士見 高山　知晃 千葉 臼井　正人 清川
（ファイナンシャルアライアンス） 1.2 （スコアネット） 3 （浜名ピアノ工房） 0 （ウスイ建装） 3.1

長岡　元樹 RAYSUM 関　　茂生 岡部チサン 川底慎一郎 太平洋 鈴木　　薫 東京国際
（P&G） 4 （ププルインターナショナル） 0.9 （たのひら） 2.6 （アイディーケイ） 4.3
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白金　満明 岡部チサン 中原創一郎 JGA 髙本　大士 六甲 竹添　大晃 ブリックアンドウッド

（自営） 5 （ブリヂストンスポーツ） 2 （ハウスネットワーク） 5.1 （自営） 3.3

馬目　時宗 成田 竹内　規晃 東京国際 梶谷　卓矢 鷹 坂本　　徹 六甲
（自営） 3.3 （NTTデータSMS） 0.9 （インプレス） 1.9 （サカモテック） 3.7

松原　　亨 房総 津葉井慎弥 富里 岸　　一貴 那須 芹澤陽二郎 東筑波
（東京海上日動火災保険） 2.2 （東京税関） 2.3 （国分首都圏） 2.9 （自営） 1

赤塚　成斗 JGA 糠信　秀企 神奈川 北　慎二郎 マンデー 田中美津大 アコーディア習志野

（ブリヂストン） 2.2 （アイオン） 9 （東芝テック） （なんこう保育園） 3.9

馬飼野浩之 竜ケ崎 大原　俊弘 グレンオークス 杉山　倫久 平塚富士見 関　　夕介 あさひが丘

（ＪＲＡ） 3.5 （MAHARAJA　六本木） 1.4 （杉山商事） 1 （サンメイト美装） 1

松田　直也 山陽 山下　明史 富士チサン 秋山　保幸 マンデー 片山　貴由 ロイヤルスター

（ハウス食品） 0 （静清） 1 （あきくりえいと） （週末ドットコム） 0.9

野代　雅樹 千葉国際 大野　行史 オリムピックナショナル 横山喜代春 伊勢原 金田　崇宏 筑波
（加賀スポーツ　） 2 （新電元メカトロニクス） 3.4 （マルセイ） 5.7 （新栄観光） 0.9

〇谷口　幸大 岡部チサン 横須賀可典 希望丘 菅原　　学 猿島 佐々木　賢 JGA
（谷口コンサルティングサービス） 2 （ＮTT東日本） 1.9 （日幸電設） 5 （Ksgolfy） 0.8

〇佐藤　　力 美里 小林　康春 藤岡 木下　輝洋 皐月 原　　克宣 富士レイクサイド

（ティエス） 3.4 （ＪＧＭベルエアゴルフクラブ） 1 （WANO 東京センター） +1.9 （KYM） 2

〇松並　　良 秦野 村越　元彰 石坂 森　　信幸 高根 鎌田宗一郎 マンデー
（鹿島建設） 1.3 （excors） 1.1 （森歯科医院） 4.8 （自営）

〇大矢　　誠 ザ・クイーンズヒル 太田　僚平 マンデー 山本　明宏 麻倉 田村　祐樹 JGA
（旭製薬） 1 （加賀スポーツ） （LCRホールディングス） 2.1 （FedEx） +1.3

〇竹澤　　瞬 盛岡ハイランド 小泉　洋平 富士市原 松田　永浩 清川 諸島　秀典 総武
（湘南美容クリニック） 0.4 （JOYエンタープライズ） 2 （SY） 1.5 （自営） 3.5

高阪　嘉久 鶴舞 岸田　佑典 千刈 渡邊　文弥 JGA 網代　栄一 鶴舞
（自営） 5.4 （三菱商事） +2.7 （JTB） 2.5 （日陸） 4.6

衣笠　洋司 八王子 久田　　謙 武蔵 増本　有作 大宝塚 松田　考平 総武
（城南コーポレーション） 1.6 （チーズ王国） 1 （SMBC日興証券） +2.9 （HRDLabo） 3.4

木部　正己 サザンクロス 太田　秀樹 オリムピックナショナル 佐藤　充浩 姉ヶ崎 三原　洋介 霞台
（木部林） +1.5 （GRID DESIGN） 0 （東急リバブル） 2.3 （鹿島建設） 2.4
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内閣総理大臣杯
第52回日本社会人ゴルフ選手権　関東決勝大会

兼　第17回関東社会人ゴルフ選手権

開催日：令和3年9月6日（月）
会　場：日高カントリークラブ

【レギュラークラス】

主　催：スポーツニッポン新聞社
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